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ネギ栽培に汗を流す阿部 亘さん㊨とご両親

父の背中追い就農
目標は法人化！

家族と力あわせて

「高校卒業後、農業を継ぐため就農

し、今年で５年目になります。家族６

人で長ネギ、ちぢみホウレンソウなど

季節の野菜と稲作を手掛けています」

と話すのは矢本地区の阿部亘さん。学

生の頃は、特に稲作の栽培管理につい

て学 びました。肥 料や病 害 虫 対 策な

ど基本的な管理、自分たちが育てた米

を使った日本酒の製造過程などを学

び農業の魅力を見出していました。

現在は、長ネギの出荷作業に汗を流

し、収穫から出荷までを担います。Ｊ

Ａ長葱部会の部会長を務める父の背

中を追い、懸命に作業する亘さん。
「収

穫のときに乗るトレーラーは、バック

が難しくて慣れるまで大変でした。今

はトラクターの免許も取得したので、

なんでも来いです」と意気込みます。

こだわりに秘めた思い

連作障害を防ぐため、ソルゴーとい

う緑肥作物を育て、３〜５年に１度、

圃場を休ませます。こまめな草取りや

肥料を与え、土を耕すなど、作業はた

くさんあります。
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農で輝く人

亘さんは「良い作物を作るために必

要な基本的作業は欠かせません。うち

で作ったネギは甘くておいしいと言っ

てもらえるのが、自慢のひとつです」

と笑顔で話します。

「同級生や高校の先輩が農業をして

いることをとても心強く 感じていま

す。将来的には法人を設立し、地域を

もっと盛り上げたいです」と目を輝か

矢本地区大曲

（23）

せます。

さん

わたる

農で輝く人
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阿部 亘

（品種）
「ホワイトサマー」

ネギやホウレンソウなど合わ
せて２㌶栽培しています。秋が
近づいたころのネギの味は格
別。焼いてしょうが醤油で味わ
うのがオススメだそうです。
稲作なども営んでおり、たく
さんの農作物の栽培管理で忙
しさに追われていますが、協力
して “農” を楽しんでいます。

釣りが趣 味でハゼやメバルなど、魚
との駆け引きを楽しんだあとはリリー
スします。最近は福 島の友人宅までド
ライブに出掛けたことも良いリフレッ
シュになったそうです。

生産物紹介

長ネギ

児童が牛と触れ合う

地域農業の魅力発見
石巻市三輪田で繁殖牛130頭を飼育する
松川孝礼さん（32）のもとに７月18日、石
巻市立二俣小学校３年生11人が社会科見学
に訪れました。児童たちは、地元の職業につ
いて学び、自分たちの生まれ育った土地の
魅力を発見することが目的。松川さんが児
童たちを牛舎に案内し、牛が一日に食べる
えさや水の量、出荷までの日数などを説明
しました。
児童は、牛を観察したり頭をなでたりし
て触れ合いながら「牛がかわいかった。舌の
色は紫なんだね」と、見て感じたことを一生
懸命メモしていました。
同校の大和憲司教諭は「地元にも面白い
ことがたくさんあることを学び、将来地元
で活躍する大人になることを期待したい」
と話しました。

間近で見る牛に興味津々の児童

「河北せり」振興協議会設立

GI登録で伝統野菜継承へ

ブランド化に向け一致団結した設立総会

石巻市河北地区の伝統野菜「河北せり」
のブランド化を目指し、JAセリ部会と石巻
市河北せり出荷組合、皿貝農産組合は７月
27日、河北総合支所で「河北せり振興協議
会」を設立しました。農産物として県内初と
なる地理的表示保護制度（GI）の登録を目
指し、伝統ある野菜を継承していくことが
目的。GI登録によるブランドの確立、知名度
向上を進め、他産地との差別化に取り組み、
地域活性化や若手農家の就農、農家の所得
向上につなげます。また、地場限定の「葉セ
リ」を地元飲食店に出荷し、実際に食べに来
てもらう仕組みづくりもしたい考えです。
会長は河北地区の高橋正夫同部会長を選
出。高橋会長は「300年以上の歴史がある
河北せりを守ることが我々の使命。ブラン
ド化し、大勢の消費者においしいセリを届
け、継承したい」と意気込みを語りました。
いしのまきトピックス
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「奥松島の桃」石巻市場へ初出荷

震災乗り越え地域の特産に

東松島市宮戸地区の奥松島果樹生産組
合いちじくの里は８月５日、東日本大震災
の津波被害を受けた農地で栽培していた
桃を収穫し、石巻青果市場に初出荷しま
した。平成28年４月に植えた140本の木
に実った約9000個のうち、6000個を市
場やJA農産物直売所に出荷しました。さ
らに地元の人たちにも直接販売するなど
「奥松島の桃」が本格的にデビューしまし
た。収穫には同組合員とJAなどの関係者
ら35人が参加。しっかりと色づいた桃を
一つ一つ丁寧に収穫し、糖度も15度以上
と非常に良い仕上がりに「やっと目に見え
る成果が出てうれしい。これからのやりが
いになる」と組合員は話します。
尾形善久組合長は「大勢の皆さんの助
けがあってここまで来た。主産地に負けな
い立派な桃を作りたい」と話しました。

松本市で食を通して
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笑顔で桃を収穫する尾形組合長

石巻西倉庫・北上支店で産直市

両JAの交流深める

お盆用品を求めて大にぎわい

長野県の姉妹JAであるJA松本ハイランドが８
月25日「よい食パク博」を開き、当JAも参加しま
した。いしのまき産トマトをふんだんに使ったカ
レーと、ビニール袋を用いて炊いた防災ごはんを
振る舞いました。
イベントは地産地消や食の安全・安心を地域へ
広くPRしようと毎年開いているもの。会場では巨
大カステラ作りやトウモロコシの収穫体験などイ
ベントが盛りだくさん。当JAは今年で３回目の参
加で、トマトカレーを800食用意しました。来場者
は「トマトの味が濃厚でとてもおいしい」と話しま
した。

JAは８月11日、蛇田の西農業倉庫で産直市を開
きました。切り花をはじめ盆用品や仙台黒毛和牛な
どの地元農畜産物を販売。どのブースも開始前から
大勢の来場者が列を作る人気ぶりで、牛肉や麦とろ
麺などの試食コーナーは好評でした。来場者は休憩
スペースで歓談しながら旬の味を楽しみました。新
しい企画としてエダマメのもぎとり体験や夏休み
自由研究大作戦などは子どもたちに大人気でした。
また、同日、JA河北地区運営委員会によるお中元
セールが北上支店敷地内で開かれ、地元住民でに
ぎわいました。
JAでは、今後も地域に根ざしたイベントを企画
していきます。

好評だったトマトカレーの振る舞い

エダマメのもぎ取り体験に笑顔で参加する親子

いしのまきトピックス

第18回ちゃぐりんおもしろ探検隊

楽しみながらJAや地域の農業を知ってね

JA松本ハイランドは次世代を担う地域の子ども
たちにJAを身近に感じてもらうとともに「いのち」の
源である「食」や「農業」への理解を深めてもらおう
と、夏休み期間の恒例行事「第18回ちゃぐりんおも
しろ探検隊」を８月１日から１泊２日で開きました。
今年は、管内の小学生41人が参加。県内の農業高
校と連携した家畜とのふれあい体験のほか、JA果実
共選所の見学や地元農産物であるスイカやトウモロ
コシの収穫体験などを通じて農業の楽しさや収穫の
よろこび、食の大切さなどを学びました。また、班行
動を行うことで協力しあうことの大切さを学ぶとと
もに、地域を越えた新たな友達との交流も楽しみま
した。参加した小学生は「新しい友だちがたくさん
できた。スイカを収穫したり、初めてのことをいっぱ
い体験できて楽しかった」と笑顔で話しました。

収穫したスイカに笑顔の子どもたち

Vol.42

切り花

日 ㈬ ９ 時 から お 彼 岸 セー

19

お彼岸セール開催します！

９月

愛情たっぷり！

ルを行います。

採れたて新鮮！

新 鮮野 菜やできたてのお総 菜で

☎0225−87−3287

皆 さ ま の ご 来 店 を お 待 ち し てい ま

【営業日】水・土曜日
【営業時間】9時〜13時まで
東松島市牛網字上江戸原3−2

す。

スプレー菊やトルコ桔梗などの花をそろえました。
お彼岸には欠かせませんね。菜っちゃんでは、生産
者がこだわった鮮やかで美しい切り花を用意してい
ます。

菜っちゃん市場

Vol.54

姉妹通信・直売所情報
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地産地消・食農教育
バケツ稲づくり、学校訪問
での農業の魅力を
「みんなのよい食プロジェクト」の一環と
して、子どもたちとバケツで稲を育てる「バ
ケツ稲づくり」に取り組んでいます。この体
験を通して農業に関心を持つきっかけづく
りを毎年行っています。今年度は管内11の
小学校・幼稚園・保育園が参加し、JA職員
から、種まきや管理などを学び、育てる過程
の中で新たな発見を楽しんでいます。この他

JA職員が「お米博士」となり育て方のコツを伝授します

にも、青年部、女性部の皆さんが管内の幼稚
園や小学校を訪問し、ソバの栽培、味噌づ
くり、梅干しづくり、サツマイモなどの栽培、
田植えや稲刈り体験など多岐に渡る活動で
農業の魅力を幅広い世代へ伝えます。今後

農の魅力や楽しさを見つけられます

も地域に根ざしたJAを目指していきます。

食育を通して食べものの大切さを学んで
います
こうい
う活動
も
してい
るのね
！

動も
この活
だ！
JAなん

昨年実施した組合員アンケートの結果をもとに、
意外と知られていない協同活動をご紹介します。

JAでは、女性部活動を中心に「さらり
んこめ粉」
「ふんわりこめ粉」や「焼肉の
タレ」などJAオリジナル商品を使った料
理教室をはじめ、アロマキャンドルづく

女性部員が腕を磨き一致団結！桃生地区の
「スコップ三味線」はイベントで大人気

りやヨガ体験教室、女性でも簡単にでき
るDIY講座などを積極的に開き、管内で
活躍する女性の息抜きや自分磨きの時間
を提供しています。仲間づくりや趣味の
幅を広げる場に活用するなど、参加者の
方から好評です。今後も充実した活動を
目指し、皆さんと一丸となって地域活動
を盛り上げていきます。

気軽に参加できるイベントも盛りだくさん。 こめ粉料理のレパートリーやおいしく作る
組合員に限らずJAの輪を広げます
コツを学ぶことができます
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いしのまきの協同活動

料理教室、趣味の教室で
暮らしに輝きと潤いを

平成30年10月１日（月）から新店舗で営業

開発課と矢本開発センター、旅行センターが移転します
お客さまの利便性向上と業務の効率化を図るため、開発課（本店事務所）と矢本開発センター、旅行
センターが 平成30年10月１日（月）より石巻農業情報センターへ事務所を移転します。
賃貸物件の紹介や旅行の申し込みなど、みなさまのご来店をお待ちしておりますので、お気軽に
ご相談ください。

旧事務所

開発課（石巻市中里5丁目1－12）・矢本開発センター（東松島市矢本字上河戸25－1）
旅行センター（石巻市中里5丁目1－12）

移転先新事務所

石巻農業情報センター

（石巻市あゆみ野五丁目1－1）

【営業開始日】平成30年10月１日（月）
▲移転先の新事務所
【営 業 時 間】
開発課
月～金曜 9：00～18：00
TEL 22－1115 土・日曜 9：00～16：00
農業情報センター
旅行センター
月～金曜 8：30～17：00
土 曜
8：30～12：00
TEL 22－1128

法務局

※祝日と12月31日～1月3日はお休みとなります。

至仙台

JAでは㈱航測写真センターと提携し、ヘリコプターでご自宅や地域を空から撮影する「航空写真」
の取り扱いを行っております。撮影した見本写真を㈱航測写真センターの職員が代行して持参します。
家宝として記念にいかがですか？

【訪問期間】平成30年８月中旬から順次開始しております。
わたしたちが
【訪問業者】㈱航測写真センター
訪問します
JAいしのまきの代行推進委任証（身分証明書）を携帯して
います。詳しくは最寄りのJA営農センター資材店舗へ！

JAからのお知らせ
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ミニディスクロージャー誌
貯金残高・貸出金残高の推移

2018

リスク管理債権の状況
JＡいしのまきの財務の健全化を図るため、自己査
定によるリスク管理債権の把握と、引当金の充実を
図っております。
（リスク管理債権には担保などで回収
できるものも含まれており、全てが回収不能になるも
のではありません。
）

1,600

1,200

800

1,512

1,441

1,471

1,492

1,538

1,562

破綻先債権

5

400

413

408

403

407

415

435

H24年度

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

個別貸倒
引当金

98.2％

245

0

435 億円

自己資本比率の状況

1.8％

延滞債権

779

回収・保障等による
回収見込額

自己資本比率は経営の健全性を示す重要な指標の

418

一つになっており、JAいしのまきは自己資本比率は
国内基準の４％を大きく上回っております。

■ 破綻先債権とは 元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している
ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがな
いものとして未収利息を計上しなかった貸出金のうち、破産等法的・
形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権及び実質
的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権を言う。
■ 延滞債権とは 未収利息不計上貸出金で破綻先債権及び債務者の経営
再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外
を言う。

（％）

20
15

16.25％

10
5
0

JAいしのまき

国内基準

国際統一基準

平成29年度決算の状況
貸借対照表

損益計算書

平成30年３月31日現在

（資産の部）

事業総利益
信用事業総利益
共済事業総利益
購買事業総利益
販売事業総利益
その他事業総利益
指導事業収支差額
事業管理費
事業利益
事業外収益
事業外費用
経常利益
特別利益
特別損失
税引前当期利益
法人税住民税及び事業税
法人税等調整額
当期剰余金
当期首繰越剰余金
土地再評価差額金取崩額
農業振興基金積立金取崩額
施設整備積立金取崩額
税効果調整積立金取崩額
当期未処分剰余金

（負債の部）

信用事業資産

161,245

現金

1,598

預金

104,616

信用事業負債

158,932

貯金

156,279

借入金

2,082

有価証券

11,648

その他信用事業負債

貸出金

43,568

共済事業負債

1,065

183

経済事業負債

1,012

その他信用事業資産
貸倒引当金

△ 370

共済事業資産

358

経済事業資産

2,726
812

雑資産

570

雑負債

544

諸引当金

1,564

繰延税金負債

115

再評価繰延税金負債

固定資産

7,635

負債の部合計

外部出資

5,282

（純資産の部）

490
163,724

出資金

4,497

資本準備金

57

利益剰余金

8,018

処分未済持分

△ 33

評価換算差額等

1,794

純資産の部合計
資産合計

178,060

負債及び純資産合計

※単位未満は切り捨てで表示しております。

平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

14,335
178,060
（単位：百万円）

※単位未満は切り捨てで表示しております。

J A の安心システム

ト」を構築しています。これにより、組合員・利用
者の皆さまにより一層の安心を届けています。

行

政

全中
全国監査機構
ＪＡ中央会

貯金保険機構

破綻未然
防止システム

貯金保険制度

破綻未然防止のための
ＪＡバンク独自の制度

貯金者等保護のための
公的な制度

組合員・利用者

ＪＡバンク会員の
経営健全性確保

JAバンクでは、
「破綻未然防止システム」と「貯
金保険制度」により「JAバンク・セーフティーネッ

（単位：百万円）

ＪＡバンク
支援協会
系統債権管理
回収機構

連携

協力・連携、
経営改善指導

破綻時の支援

破綻未然防止
の支援

不良債権の
管理・回収

便利

J Aバンクシステム

安心

J Aバンク・セーフティーネット

4,313
1,225
1,301
1,061
391
457
△ 124
3,929
383
210
82
511
7
22
496
112
59
323
122
6
44
─
60
557

金融サービスの
提供の充実

ＪＡバンク基本方針
ＪＡ

信連

農林中金
（ＪＡバンク
中央本部）

（ＪＡバンク県本部）

破綻未然防止システム

一体的事業推進

・ＪＡ等の経営状況のモ ・実質的に一つの金融機
関として機能するよう
ニタリング
な運営システムの確立
・ＪＡ等に対する経 営 改
・共同運営システムの利用
善指導
・ＪＡバンク支援基金等に ・全国どこでも統一され
よる資本注入などのサ
た良質で高度な金融
ポート等
サービスの提供
農林中金への
指導権限の付与など

再 編 強 化 法・
・
・
（ 農 林 中 央 金 庫 および特 定 農 水 産 業 協 同 組 合 等による信 用 事 業 の
再編および強化に関する法律）
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秋の農作業安全月間【９月～11月】が始まっています！

1．農作業事故は身近でも発生しています！

９月から「秋の農作業安全月間」が始まっています。昨年度の秋の農作業安全月間では県内で
約15件の重大事故が発生しており、特にコンバイン作業中の事故が目立っています。事前に点検
や事故防止対策を検討しましょう。
管内においても今年度になってから数件の農作業中の事故が発生し、農作業事故は身近で起き
ています。事故が起きないようにするためにはひとり一人が身の回りの危険をあらかじめ知り、
当たり前のような作業でも必ず安全確認をすることが大切です。また、複数人で作業する場合や
農作業をしている方を見かけたらお互いに声を掛け合い、農作業安全を心掛けましょう！

2．農作業事故を防ぎましょう！

「巻き込み事故」
を防ぐため
スッキリした服装を！

周囲をよく見て
無理な移動はしない！

安全な農作業のために！

コンバインの基本
1

座席を離れる時はエンジンを停止します。

● 点検や詰まりを除去する場
合など、座席を離れる時は
必ずエンジンを停止しキー
を抜きます。

3

手こぎ作業時はフィードチェーン
の内側に手を入れません

エンジンを始動する時は周囲を確認し合図
をします。

●始動前に機械の周囲に人がいないか一周回って確認
します。
●エンジンを始動する時はホーンで合図をします。

2

4

安全確認は
徹底して行いましょう

● 手こぎ時はフィードチェーン外側で作業します。
● 手こぎ作業時は巻き込まれない服装をします。
※袖口をしめる。首タオルや携帯電話ネックストラッ
プ、軍手の禁止。

5

路肩から余裕をもって走行します。

段差のあるところではあゆみ板を使います。

●10㎝以上の段差は
高さの４倍以上の
長さのあゆみ板を
段差に対して直角
に置きます。
● ほ場の出入りやあ
ぜ越えは直角に進
みます。

● 路肩は崩れやすくなっていたり、踏み外し転倒する
危険性があります。路肩から十分に距離をとって走
行します。
JAからのお知らせ
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自己改革で低価格を実現
メーカー希望小売価格

534 万円

共同購入価格で

共同購入トラクター

が

312.5

万円

60

※いずれも税別です。

誕生
1日

概ね無給

馬力
JA全農は生産現場の声を反映した大型トラクター
（60馬力クラス）の共同購入に取り組んできました。
これは、従来の50～70馬力クラスの大型トラク
排気量
ターについて、農業者３団体（日本農業法人協会・全
3.3ℓ
国農協青年組織協議会・全国農業青年クラブ連絡協
議会）と全農で徹底した議論を行い、さらに、生産者
モニターや１万人を超える生産者アンケートに基づ
き、生産者が必要とする機能を絞り込みました。昨
年９月に国内農機メーカー４社へ、指定した仕様書
に基づく60馬力クラスのトラクターの開発を要求し、
今年６月１日に各社から開発機の回答を受けました。
その後、生産者３団体とともに実機や社内試験
データなどで開発要求事項を満たしていることを確
【お問合せ】
認した上で入札を実施し、共同購入トラクターを
農機課
75－3247
「YT357JZUQH」
（製造元：ヤンマーアグリ㈱）に決
定しました。
この取り組みの成果は、
①1,000台の購入目標を掲
当JAも自己改革に取り組む中、JA全農の協同購入
げ、生産者が必要とする機能に絞り込むことでメー トラクターに参画し、生産者モニターやアンケート調
カーの製造コスト削減が図られたこと、
②JAグルー
査に積極的に取り組み、生産現場の生の声を積み上げ
プが全国の生産者に結集を呼び掛け、積み上げた台
ました。その結果、共同購入のメリットとして大型機械
数を背景に全農がスケールメリットを活かし入札を
の価格引き下げにつながりました。
行ったことで、生産者の購入価格は、標準的な４社
今後も、共同購入を活かした生産資材等のコスト
同クラスと比較し、おおむね２～３割の価格の引き下
削減を図り、農業生産の拡大による農業者の所得増
げが実現できました。
大を目指してまいります。

☎

収穫祭
2018

開催日時 10 月 27 日 土
9：00～13：30

開催場所
石巻農業情報センター

（旧住所：石巻市蛇田字新沼田187）
（新住所：石巻市あゆみ野5丁目1番地1）

今年も本間ちゃんに会える！
！
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JAからのお知らせ

イ ベ ン ト の 詳 細 は 10 月 号 で ！

収穫・乾燥調製作業は米づくりの
“仕上げ” 丁寧に行って良質米を目指そう！
❶ 刈り取り時期

適期刈取りは品質の面からみて大変重要です。品種・田植時期・施肥方法などで成熟期に差が
でますので、圃場をよく観察して刈取り日を決めて下さい。刈遅れは品質低下だけではなく、食
味低下の要因にもなりますので注意してください。
○ 出穂後日数
品

○ 籾、枝梗、穂軸の色……

種

全体から90％の籾が黄色となり、穂軸が
先端から３分の１くらい黄変した時期（全
部の籾が黄変してから刈り始めると刈取り
期の中盤以降は刈り遅れぎみとなります。
）

出穂後日数（刈取適期）

ササニシキ
ひとめぼれ
まなむすめ

４５〜５０ 日
４０〜４５ 日
４０〜４５ 日

※上記のめやすは品種特性上のもので気象条件やほ場条件により異なります。

籾の熟色

○ 出穂後の積算温度
品

種

ササニシキ
ひとめぼれ
まなむすめ

刈取早限

９３０ ℃
９４０ ℃
９６０ ℃

刈取適期

１,０００ ℃
１,０００ ℃
１,０００ ℃

刈取晩限

１,１５０ ℃
１,１００ ℃
１,０５０ ℃

※積算温度とは日平均気温を累計したものです。

穂首

濃い緑

淡緑色もみ

黄熟もみ

❷ 異物・異品種混入防止対策

収穫、乾燥・調製時の確認不足、農業機械の清掃不足などによる異物・異品種混入の事故が多
発しております。以下の項目をよく確認して事故防止に努めましょう。

✓圃場周辺の清掃、圃場内の雑草を抜きとりましょう。クサネム、ツユクサの子実は選別機
□
を使用しても除去できない場合がありますので、必ず抜き取りを行いましょう。

✓作業前に作業計画を立て、収穫する圃場の品種は台帳等に記録しておき、刈取り開始前や
□
品種切替え時は刈取り機の清掃の徹底を行いましょう。

✓乾燥調製前に調整機器の清掃を徹底しましょう。
□

□
✓乾燥機に張込んだ品種がわかるように品種ラベル等で品種管理を行いましょう。

□
✓玄米は食品です。パレットや枕木などで底上げした上に「はい組み」をし、保管場所は常
に清潔に保つようにしましょう。また、農薬等の資材や、灯油、軽油等の油類や臭いが強
いものは別保管にしましょう。

✓保管場所は清掃、整理整頓を心がけましょう。（鼠、害虫侵入防止のため）
□

✓殺そ剤は使用を避け、粘着シート等で駆除することが望ましいです。
□
❸ 胴割れ粒防止のための留意点

不適切な乾燥調製により人為的に発生している胴割粒が数件見受けられます。以下の留意点に
注意して丁寧な作業を心がけましょう。

◆ 乾燥終了後、完全に放冷してから籾摺りを行ってください。強制的に冷やすことを目的と
した送風循環は胴割れ粒発生の原因となります。
◆ 乾燥機への張り込み後、実際の張り込み石数より少なめにセットして低温乾燥で仕上げて
ください。
◆ 水分のムラ直し（水分の高い籾から低い籾への水分移動）を行うため、二段乾燥を行って
ください。籾水分が17〜18％になったら一度乾燥を停止し水分のムラ直しを行った後に仕
上げ乾燥を行ってください。

営農情報
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あなたもチャレンジ！家庭菜園

板木技術士事務所 板 木 利 隆

たくさん育て、たくさん食べよう タマネギ（播種〜発芽編）
切ると出る涙の原因は硫化アリル、ビタミン
B1の吸収を助けて新陳代謝を活発にし、コレ
ステロールの代謝を活発にし、血液をサラサラ
にして動脈硬化や高血圧、糖尿病を予防する
効果もあります。近年明らかになったところに
よると、野菜の中では最も細菌病、大腸菌など
を寄せ付けず、安全性では極めて優れているこ
とが裏付けされています。
タマネギは病害に強く、毎年同じ畑でも作れ
るので、自家菜園の作付けにとっても大変有利
です。貯蔵力もあり、使い道も幅広いので、た
くさん育てることをお勧めします。
家庭菜園では、通常晩秋に出回る苗を買い
求めて育てる場合が多いのですが、ご承知の
ようにタマネギは黄、白、赤の品種があり、収
穫期の違う極早生、早生、中生、晩生と特徴の
ある数々の品種があります。
これらを上手に育て楽しむには、自分で好み
の品種を選び、種子から育てる必要がありま
す。特に直売など販売を目的とする場合は、苗
代の負担も大きくなってしまいます。
種まきの適期は、極早生８月下旬〜９月上
旬、早生９月上旬、中生９月中旬、晩生は９月
下旬です。適期まきはとても重要なことなの

で、地元のJAや種苗専門店、栽培農家などに
聞いて決めることが大切です。特に中晩生の
品種を早くまき過ぎると、越冬するまでに大き
く育ち過ぎ、寒気に感じ過ぎてとう立ちするも
のが多く、失敗します。
苗を上手に育てるには、苗床の前作を早め
に片付け、種まきの20日以上前に完熟堆肥と
石灰、化成肥料をよく耕やしておきます。トマ
ト、ナスなどの強い根が残る野菜の跡地は避
けてください。
種まき前にベッドを作り、図のように丁寧
にベッドの表土をならしてから約１〜２cm間
隔ぐらいに均一に種をまきます。そしてふる
いで２〜３mmほどの厚さに、満遍なく覆土
し、板切れなどで軽く表土をたたいて鎮圧し、
その後ジョウロでたっぷり灌水（かんすい）し
ます。
その上に細かく砕いた完熟堆肥をごく薄く
覆い、その後苗床全面を稲わらやべた掛け資
材を二重に覆い、残暑や乾燥、台風や強風の被
害から守ります。
種まき後５〜７日で発芽し苗が伸び始めた
ら、これらの被覆資材は取り除き、ジョウロで
たっぷり灌水して生育を促します。
石灰・化成肥料

堆肥を細かく
砕いたもの

ふるいで均一に

稲わらまたはべた掛け資材

土

80cm

2018

木

金

土

鉢市
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鉢市
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火

鉢市

休 休

月

鉢市

石巻青果市場
石巻花卉園芸

9月

日

石巻青果市場 ☎ 83−6111  石巻花卉園芸 ☎ 83−8739
※毎週日曜日は両市場は休みです。

50cm

10月 みやぎ総合家畜市場
開設日

セリ開始

16日（火）
～18日（木）子牛

（18日はJAいしのまき管内の上場日）
和牛妊娠牛：午前   9：30～
子
牛：午前 10：00～

みやぎ総合家畜市場 ☎0229−35−1155

７月に金融の窓口としてデ
ビューし、日々業務を先輩方に
教わりながら、お客さまにキャ
ンペーンやお得な情報を届け
ています。

鳴瀬

川
吉田

川

● 平成30年入組
● 趣味：スポーツ

食料自給

しろ縮小傾向となる状

自己改革コラム ＶＯＬ．

国が取りまとめた平

況 で す。自 給 率 と 後 継

ベースで前年度に引続

料 自 給 率 は、カ ロ リ ー

課題提起されてきた案

者 対 策 は 永 年 に渡って

仙
石
線

しょうか。主要な農業者

大きな要因ではないで

生産する後継者不足も

が、その陰には農産物を

て大きな懸念事項です

向上しないのは国とし

まっています。自給率が

直しが必要ではないで

根本的に農業政策の見

減 少 が 現 実 に進む 中で、

２０２５年問題や人口

代が後期高齢者となる

のが現状です。団塊の世

なかなか見えてこない

の太宗を

める状況ではこれ以上

65

の生産拡大は厳しく、む

である事を忘れずに。

しょうか。
「 農 は 国の 基 」

38

歳以上が占

き過去最低の

件ですが、改善の兆しは

成

年度の我が国の食

6

％に留

28
JR
陸前小野駅

瑠 奈

佐 々 木
法昌寺

45

菜っちゃん市場

鳴瀬大橋

な
る

市役所
鳴瀬庁舎

店舗紹介

少人数ですが緊張感を持っ
て業務に取り組んでいます。近
くには市役所や小学校などが
あり、鳴瀬 地区のメインスト
リートといっても過言ではない
通りに位置しています。

鳴瀬支店
金融部
鳴瀬支店
150

こんにちは

Q. 佐
 々木さんの

普段の業務は？

JA です

Q. 鳴
 瀬支店って

どんなところ？

（東松島市小野字新宮前15−1 TEL：87−2001）

鳴瀬支店

JA直売所「菜っちゃん市場」が
近くにあります。職員にオススメ
のお店を聞いてみてください！

鳴瀬桜華小学校

14

こんにちは JAです・樹

鳴瀬支店の近くの
おすすめスポットを紹介します。
お近くにお越しの際は寄ってみてください！

時 雨（しぐれ）
東松島市牛網字駅前一丁目51−1
電話番号 0225−98−9696
ランチ 11：30〜14：00 夜 18：00〜23：00
定休日：月曜日
（日曜日はランチのみ休み）

▲ボリューム満点500円ランチ

炭火でじっくり 自家製野菜で味にこだわり
平成28年６月にオープン。
紀 州の 備 長 炭（ 馬目樫 ）を
使った焼鳥や牛タン定食や、
地元産の野菜を使った料理
が楽しめます。店主の千葉さ

んこだわりの中玉トマト「フ
ルーツルビー」も販売してい
ます。オススメの500円ラン
チは、１日10食限定です。宴
会などの予約も承ります。

理事会だより
●第４回理事会
７月30日㈪

たくさんのお声をいただき、ありがとうございました

声の紹介

稲井支店

① 宮城県農業信用基金協会への増資
② 2018ディスクロージャー誌
③ 貸出金の承認

・知っている人は載っていないかな、と毎月まごころ楽しみに
しています（60代・女性）
・表紙の㈱大地、元気な若者の意思を感じました。応援してい
ます！（60代・女性）

税務相談
●日時 ９月20日㈭
●締切 ９月18日㈫
●場所・時間・問い合わせ先
本店２階小会議室 13時〜
総務課 ☎22−1111

皆さまからのお声をお待ちしております
読者のみなさまからの声をご紹介します。JAいしのまきへのご意見やご
感想をお聞かせください。また、プレゼントクイズに正解した方の中から抽
選で毎月３名様にQUOカード500円分を進呈します。官製はがきに氏名・
年齢・電話番号・ご住所、ご意見・ご感想とプレゼントクイズの答えを明記し、
下記の宛先にご送付ください。
〒986−0815

石巻市中里5丁目1−12

宛 先 いしのまき農業協同組合 企画部 まごころ9月号担当係まで
応募締切 9月30日

JAいしのまきの概要
（平成30年６月末現在）

組合員数

（正）9,854人 （准）7,787人


出資金
貯金
貸出金
購買品供給高
販売品取引高
長期共済保有高（保障）
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（合計）17,641人
44億9,792万円
1,541億1,044万円
442億6,427万円
16億6,037万円
22億6,746万円
6,095億2,248万円

まきぶらり・みなさまヴォイス・理事会だより

「河北せり」がブランド化を目指すた
めに取り組む●●登録。
●に入るアルファベット２文字は？
▶ヒントは４ページのトピックス！

▲プレゼントクイズ
応募フォーム・ＨＰ
からも応募いただけ
ます。

前回8月号の答えは「糸島」でした。
プレゼントの当選は、発送をもってかえさせていただきます。
※ご応募いただいた個人情報は当選者へのプレゼント発送に利用させていただき
ます。また、お寄せいただいた意見などは「みなさまヴォイス」のコーナーで
紹介させていただく場合があります。

こめ粉の大福

モチモチ食感がたまらない
約10個分 

さらりんこめ粉････････ 100ｇ
水･･････････････････200㏄
あんこ････････････････適量
すり黒ごま･････････････適量
しょうゆ･･･････････････ 少々



① 耐熱容器にこめ粉と水を入れ、よく混ぜ合わ

「石巻営農センター（資材）」

せます。
② ①にラップをしてレンジで５分加熱し、
菜ばしで
よくこねて粗熱を取ります。
③ 市販のあんこにお好みですり黒ごまとしょうゆ
を加えて混ぜます。



④ ②を適当な大きさに丸めて平たく伸ばし、③を
くるんで完成です
（さらりんこめ粉を打ち粉に
使うと手にくっつきにくくなります）
。

発行：いしのまき農業協同組合 編集：企画部
〒986−0815 宮城県石巻市中里五丁目1番12号
TEL. 0225−98−5998 FAX. 0225−21−1828

さらりんこめ粉（500ｇ）

300 円［税込］

ふんわりこめ粉（１㎏）


600 円［税込］

問い合わせは各地域の
JA営農センター（資材）へ

発行日：平成30年9月
印 刷：JAプリント
ホームページ：http://www.ja-ishinomaki.or.jp

